
大阪市西成区通称・釜ヶ崎。地図にはない。釜ヶ崎はそれぞれのイメージで伸びたり、縮んだりする。

釜ヶ崎の労働者は世界各地に働きにゆき、世界から旅人が釜ヶ崎にやってくる。「世界」は新型コロナ感染症のため、その行き来を制御している。

でも、世界も釜ヶ崎も息をしている。

世界と釜ヶ崎、そのつながりを編んでみる。

表紙絵 :

「ニセアカシアのあったションベンガード」

真野正美（北海道在住）

昭和33年に西淀川で生まれた私は、

数年に一度帰郷する大阪でもこの界隈、

ほんま、ほっとするんです。

 

釜ヶ崎の参道のような道。

この木には白蛇が棲んでいるとされ、

何度か伐採の話が持ち上がっても切ら

れなかったが、2018年に切られた。  

世界と釜ヶ崎

ずっとここにいて、世界が近づいてくる

田舎者で引っ込み思案、お金もなくて 海外に旅する機会も、外国の人

と接する機会などなかった。高校まで学んだ英語は使い物にならず、

母語の古典や方言のほうに興味がむいて、使い物にならない英語がま

すます使えなくなった。

ココルームをはじめて 18 年。釜ヶ崎に拠点を移し、暮らし働いて、

どこへも行かなくても、海外の人たちが来てくれるようになった。ふ

らり旅人として、リサーチャーや研究者が来てインタビューを受ける

ようになった。各国のアートとコミュニティの話を聞くこともふえた。

そして、12 年ほど前から海外に招かれる機会も生まれた。イギリス

やブラジルのホームレスの人たちと釜ヶ崎でつくった「ふるさとのう

た」を歌った。台湾では釜芸 ·ココルームの展覧会を二回行った。毎年、

アジア各国のアートとコミュニティの活動を学び合う会議があり、ス

ラムを歩いたり、アーティストの拠点を訪ねている。アメリカの大学

でココルームの紹介をした時は通訳の方と朗読パフォーマンスをして

いるようだった。いまでも海外渡航は一人でしたくないほど、外国語

は何一つできない。わたしのプレゼンはパワポイントが紙芝居仕立て

のようになっている。読むべき言葉が写真の上に書き込んであって、

わたしの手元の紙にはカタカナが書いてある。しかしそれも詰まって

読めない。すると、会場にいるみなさんがゆっくりと発音して声をだ

してくれる。おかげで参加型プレゼンとして成立する。

2016 年にゲストハウスを始めてから、世界中から旅人がやって来た。

長期滞者や何度も滞在に来てくれる人もいる。釜ヶ崎のおじさんた

ちのなかにも彼らとのつきあいを楽しんでいる人もいる。世界に網

の目のように思い馳せる人がふえていく。先月、釜芸「手紙を書く会」

でおじさんがココルームで知り合った外国人のインターン生に手紙

を書いていた。

釜ヶ崎に根ざしていると、世界が近づいてきた。グローバリゼーショ

ンの恩恵だとは思う。けれど、それだけではない。コロナの今、イ

ギリスのホームレスの方にポストカードを書くプロジェクトにも参

加しながら思う。若い頃、世界の紛争や飢餓、災害のニュースを目

にするたびに、一瞬胸は痛むが、すぐに日常にまみれる自分が嫌だっ

た。釜ヶ崎で地道に取り組んできたことで、自分の見知らぬ世界の

さまざまな出来事に、人々がいろんな立場で関わり、力を尽くして

いる人がいる、と思えるようになっていた。だから、わたしもここで、

信じることをコツコツと今日もなるべく丁寧に、と思う。そうして、

この惑星に、思い馳せる網の目が細やかにのびてゆく。

上田假奈代（詩人、ココルーム代表理事）

2003 年、新世界でココルームを立ち上げ、釜ヶ崎でそろそろ総括

を考え始めている。

編集後記 :

もう 6 年もぽえ犬通信が発行されてないと聞いて、軽い気持ちで「作

ろう」と声をあげた。すぐに後悔することになる。寄稿を呼びかけ、

原稿が届けば、仕上がると思っていた。ところが、そうじゃなかった。

裏の編集長が「それぞれタイトルは？作者のプロフィールは？誤植、

表記揺れ」とさらっと聞いてくる。確かに、印刷物をカタチにする

には赤の入ったやりとりがあるんだった。ブツブツ言い訳は胸の中

にどばしこみ ( 編集部註 : 釜ヶ崎語でぶち込むの意 )、こちらからの

要求をメッセージする。大切な寄稿を、性

格のズボラさか、単なる疲れか、伝え方を間

違えキャンセルになりかけた時は改めてコミュ

ニケーションのとカタチにすることの難しさを

思い知った。寄稿してくれた皆さん、読者の皆

さん、有難うございました。祝、ぽえ犬復活！

釜ヶ崎芸術大学2020 
学びあいたい人がいれば、そこが大学

大阪市西成区釜ヶ崎の施設を会場に年間 100 講座以上、開催していま

す。誰でものびのび過ごしてほしい場です。合唱、美術、書、天文学、

合作俳句、詩、おかゆ、ガムランなどに加えて、今期はメタ釜芸、誤

読 ·社会的インパクト評価の講座も行います。スケジュールはココルー

ムの web サイトで。オンライン Zoom 参加も大歓迎。

参加費：困窮された方は無料カンパで。活動のための寄付大歓迎です。

ココルームまでお問い合わせください。

1F はカフェ、２F·３F はゲストハウスのココルーム。

カフェでは、お手製しそソーダや梅ソーダ、チャイが人気。みんなで

食べるまかないご飯（1100 円 12:00,18:00）は、野菜たっぷりのお

うちご飯です。事前に連絡をください。

シングルルーム長期滞在（5 万円 / 月）もおすすめです。インターン

の受け入れ、ゼミ合宿、フィルドワーク合宿などのコーディネートも

行います。NPO 法人こえとことばとこころの部屋 :
ココルーム

557-0002 大阪市西成区太子 2-3-3

電話 06-6636-1612
info@cocoroom.org
www.cocoroom.org

Non-Profits Organization “The Room for Fullness of Voice, Words, 
and Heart” (Cocoroom)
2-3-3 Taishi, Nishinari-ku, Osaka, Japan 557-0002

表現の場、居場所づくり、制度のすきまの活動、多様なセクターとの

協働のあり方、生涯学習 ·社会教育の分野でも関心をあつめるココルー

ム ·釜ヶ崎芸術大学の活動について、講演、事例紹介などいたします。

ゲストハウスとカフェと庭　ココルーム
庭の赤いハンモックで空をみあげて、ひとときを

( ぎ )

宿泊予約

room@cocoroom.org

カフェ営業　                  10:00 - 20:00
宿泊　チェックイン　15:00 - 22:00

三井住友銀行　天王寺駅前支店　普通　1585265

名義：特定非営利活動法人　こえとことばとこころの部屋

りそな銀行

萩之茶屋支店　　普通　0200091

名義：特定非営利活動法人　こえとことばとこころの部屋

郵便振替

記号　01090-5-48059

名義：ココルーム

クレジットカード

https://syncable.biz/associate/cocoroom/
住民税が控除となる寄付

なにわの芸術応援募金（ココルームをご指定ください）
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000309989.html

活動継続のための寄付も受けつけています！
We welcome and encourage donations for our activities.

アクセス

●地下鉄御堂筋線「動物園前駅」2 番出口から動物園前一番街を南へ

徒歩約 5 分

●堺筋線「動物園前駅」8 番もしくは 9 番出口から東へ、動物園前一

番街を南へ約 3~5 分

●JR 新今宮駅から徒歩約 8 分

●関西国際空港から「新今宮駅」まで南海電車　直通急行　42 分

JR 新今宮駅　　急行 56 分、　南海電車　特急ラピート 36 分

特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋
COCOROOM

vol.38
2020.09.10ココルーム

FREE ＋

＋



ココにきて

僕が釜ヶ崎に初めており立ったのは、2019 年の 5 月。ゲストハウス

の手伝いがあると聞いてやってきました。僕の世界での釜ヶ崎は未知。

まさに未知との遭遇でした。当時は大学 2 年生、通っているのは国際

学部。海外や世界の大きなところしか見ていませんでした。僕は衝撃

を受けます。最初の１週間の滞在を終える頃、スタッフに「夏におい

でよ」と声をかけられました。当時、世界に出ることしか考えていな

かったので、夏の留学先までほぼ決まっていました。アメリカ。それ

なのに、口から出た返事は「はい！夏にきます」。なんのためらいも

ありませんでした。留学は学部でもみんな行けるわけではありません。

行きたくても行けない人もたくさんいることを知っています。僕は

釜ヶ崎にもう一度戻ってくることをすでに決めていました。何がそう

させたのでしょうか？いまでも答えはありません。でも、釜ヶ崎は僕

にとって答えを見つける場所ではなく、答えを作る場所であると感じ

ます。知らずのうちに僕は釜ヶ崎に戻るのでした。

寺田晃輝（大学生）

横浜在住。2019 年から釜ヶ崎に通う。2020 年春から夏にかけて

ココルームにて感じ、まなぶ。

薬草や魔法は使えない街だが、世界からやってくる

釜ヶ崎の世界観は、ドラクエっぽいなとずっと思っていた。労働者の

街と言われてきたが、ずっと旅人の街である。

安い宿、荷物を預けられるコインロッカー、誰でもお金を預けられる

「あいりん銀行」（2012 年 3 月末閉鎖）、そして昼間から呑める酒場。

作業着を売る店はさながら道具屋だ。良い道具があれば良い仕事がで

きる。キリスト教の影響も他の街より感じられ、吟遊詩人っぽい人も

いる。全国からひとが集まってきて、仕事の依頼を受けて報酬を受け

取る。日雇い仕事だけでなく、飯場での長期の仕事もある。山谷、笹島、

寿町などの寄せ場（街）をはじめ、日本中を点々と旅をする人たちで

もある。もちろん薬草や魔法が使えない。それでも、仕事と住まい、

生活に必要な機能が全て揃っていて、それは人種や国籍に関係なく利

用できる。今では、日雇い仕事をするひとは少なくなった。代わりに

世界中から旅人が集まり、この街を利用している。

クエストは探索、探求を意味する。彼らは何を求めてこの街にたどり

着くのだろうか。

四井恵介（（有）CR-ASSIST 代表）

まちのこと色々。2019 年昭和町で Cafe CLIP 立ち上げ。アカデミッ

クな世界と、現場を行ったり来たり。

西成高校で出会った世界

私はココルームのスタッフとして西成高校にある「となりカフェ」に

通った。となりカフェは、高校にカフェをひらくことで中退やひきこ

もりになるのを防ぐという高校生居場所カフェのひとつだ。西成高校

には外国にルーツを持つ生徒が多く通い、となりカフェに来る生徒も

多い。なかには片親だったり、幼い弟 ·妹がいたりして、家事や育児、

仕事を手伝っている生徒も少なくない。話だけ聞くと、彼らの家庭環

境はしんどい。けれども、彼らはカフェではしんどさを表に出すこと

はあまりない。むしろ、見学に来る大人や新しいスタッフに声をかけ

フレンドリーに迎えてくれる。彼らの明るさに触れて私の方が元気を

もらう。彼らのおおらかさ、あたたかさはどこから来るのだろう。そ

んな彼らも、3 年生になり進路について考えるようになると難しい部

分が多い。日本と母国を行き来しどちらの言語も中途半端だったり、

選択肢がある分、夢も大きいが、実際にうまくいくことは少ないから

だ。私は彼らの話に耳を傾け励ますことしかできないけれど、将来あ

の明るさがなくならないことを願っている。

古田紗知子（元ココルームスタッフ）

2018 年から高校生居場所カフェへ参加。

平野区と西成区の 2 つの高校でカフェに立った。

世界とシステムと依存症

釜ヶ崎に来る前に、「それは日本で最も危険な場所」、「日本人はそこ

を避けようと思っている」、「暴動がある」と聞いていました。

ただし、釜ヶ崎で見たのは、アル中の老人や中年男性、そして彼らを

助けたい人や彼らの絶望から利益を得ようとする人でした。

アルコール依存症は、世界中どこでも同じようです。生活に問題のあ

る人はアルコールを飲んで、体と心の両方が麻痺するまで飲むことで、

少なくともしばらくの間、日々の苦労や暗い考えを忘れようとします。

しかし、根本的な問題はアルコールに関するものではありません。人々

がアルコールを簡単な解決策と見なしている状況になってしまうこと

を可能にするシステムの問題です。同じシステムは、アルコール依存

症の人々の虐待から利益を得ることを許しています。

釜ヶ崎はここを訪れる人にとってそれほど危険ではなく、ここに住ん

でいてアルコール依存症の悪循環に陥る人々にとってはもっと危険だ

と思います。

タルヴァイネン ·タピオ（技術者 from フィンランド）

北欧の福祉国家の生まれ、 千葉大学出身、 2019 年春より釜ヶ崎在住

です。

ココルームを通って

「世界につながる釜ヶ崎」───ココルームは釜ヶ崎の一つの玄関口だ

と思う。ココルームのある動物園前商店街は南北に伸びる。カラオケ

居酒屋から歌声が聞こえる。たまに八百屋や呉服屋、食堂がある。そ

こで喫茶店とゲストハウスの "ふり" をしているココルームには、 近

くに住んでいる人たちはもちろん、日本中、世界中から人が出入りす

る玄関口でもある。「こんにちは」と自分以外の世界へとあいさつが

生まれる。目的を持ってやってくる人、なんとなく来てみた人、最後

の頼みの綱という想いでたどり着いた人、思いは様々だろう。時には、

自分が知っていると思い込んでいた釜ヶ崎や一面的に語られる釜ヶ崎

に対してのまなざしをココルームの玄関はゆるやかに変えていくこと

があるように思う。ココルームは物理的な場所だが、そうでもない。

そこで巻き起こる人やまちとの関わり合いによって、他者と、そして

自分自身とのであいなおしのための玄関のようだ。開けるのは風か。

高橋亘（ココルームスタッフ）　

2017 年春よりココルームで働き始める。ココルームを通して釜ヶ崎

と関わるようになった。写真やってます。

真実の宗教— 虐げられた人びとの視点で見る

人生の半分近くを西成で過ごし 7 年前 40 歳になる直前に逝った娘を

追うように、私は２年前の夏、西成の地に単身移り住んできました。

娘がこの西成で何を見て、何を考えて短い一生を終えたのだろうか、

それを確かめたかったのです。２年間この街で暮らし、多くの人たち

と出会う中、娘の心情に僅かながらでも寄り添えるようになれたかな、

というのが今の正直な気持ちです。数多の出会いの中で極めて大きな

影響を与えてくれたのが、ふるさとの家の本田哲郎神父と、浄土真宗

の蕚（はなふさ）慶典住職です。最底辺に生きたイエスの視点で聖書

を読み解く本田神父、越後の漁師 ·猟師 ·農民たちと共に「いし ·かわ

ら ·つぶて」のごとくに生きた親鸞聖人の著書を厳密に読み込む蕚住

職に、西成に生活する人々の声を聴き取ります。「貧しい人と『共にある』

教会ではなく、貧しい人たちに『導かれる』教会であらねばならない。」

（教皇フランシスコが枢機卿時代にまとめた「アパレシーダ文書」）、「よ

しあしの文字をもしらぬひとはみなまことのひとなりける」（親鸞聖

人和讃）を味わいつつ生きていこうと思っています。

老野生淳一

（老いぼれの「老」、野垂れ死の「野」、畜生の「生」で「老野生」です）

1947 年豊中市生。２年前まで新潟県の真宗寺院の住職を勤める。僧籍

を返上し、ふるさとの家のボランティア活動に。ココルームの「本間にブッ

クカフェ」の月 ·水 ·金の一日店長やってます。

れると、兄弟の結婚に影響するのではないか？またこの地で家族が暮らし

て行けなくなるのではないか？何より両親から受け入れらないのではない

か？」などの感情を抱き続け、異質なものとしての存在を血縁、地縁から

消し去るように家族やふるさとを離れ、人知れず遠くの地に流れ着く者も

多いのです。とりわけ日本では釜ヶ崎のような「見えないけれど、確実に

そこにある多様性」を殺さずに生きていける街が私たちには必要だったの

です。アメリカでも殺人や拷問、虐待を逃れ、また家族から宗教信条のた

め家を追い出される仲間の多くがホームレスとなっていく現状があります。

近年の調査ではホームレスユース（概ね２０歳未満の若いホームレス）の

約４０パーセントが自身をLGBT と自覚しているという調査データもあり

ます。このような環境で、釜ヶ崎もサンフランシスコも正にゲイが安全に「生

きていける」場所なのだと強く感じました。大阪も街がコンパクト。日本

の他の都市と比べると人との関係が近い。そして、とても小さな観光で成

り立っています。ドヤ街を抱える釜ヶ崎とサンフランシスコはとても似て

います。釜ヶ崎は密接な住まいの環境ゆえに、相互の助け合いと自然発生

的に出来た数々の支援団体と労働者の関係は、サンフランシスコのLGBT
とコミュニティとの関係にとても似ていると感じました。そんな釜ヶ崎は

もちろん日本に暮らすゲイにとっても、と~~てもフレンドリー。釜ヶ崎

は西成区にあります。西のつく小さな街は、アメリカも日本も多様性を自

然に尊重できる素晴らしい街です。ぜひ、皆さまも機会があればどちらも

訪ねてみてください。

梅田政宏（「にじいろケアプランセンター」管理者）
４８歳の誕生日に、ゲイをカミングアウトした福祉現場３０年のいぶし銀。

サンフランシスコと西成区

 私は来月55歳になる、初老、ナイスミドル？、還暦前の男性です。ゲイを

オープンにして西成区でケアマネジャーとして働いています。私はこの西成

区千本南に生まれ育ちました。生まれ育った実家で、結婚して（日本では同

性婚が合法化されていないけど、結婚と同等の関係だから敢えてこう表現し

ます）福祉事業に携わり早30年。この経験を活かし、６年前から実家で居

宅介護支援事業所「にじいろケアプランセンター」を営んでいます。この西

成区には、社会に見えない形で、いや隠れて長年同性パートナーと暮らす仲

間が多くいます。そんなLGBTの高齢者への支援を日々模索しながら、一人

でも多くの見えない仲間にアクセスしたい思いで日々走り回っています。

この事業を立ち上げる６年前、勤めていた社会福祉法人を退職し、人生で貴

重な比較的自由な時間を得ました。それを活用し、カミングアウトしたての

私はゲイのメッカといわれるアメリカ西海岸の小さな街 ·サンフランシスコ

へ、10日間旅行しました。快く旅人を受け入れる街には、セクシャルマイ

ノリティを表す6色レインボウの旗があちらこちらにはためいていました。

サンフランシスコ市役所では、年間4000組以上もの同性カップルが、市職

員の立ち合いの下、結婚式を挙げるそうです。私が見学した時も４組の同性

カップルが幸せそうに式を挙げていました。その中の一組のレズビアンカッ

プルは子持ちでの挙式でした。今、よく報道されているアメリカの黒人への

殺戮や虐待以上に、同性愛者に対しては、リンチ殺人の標的になっている現

状があり、人種差別同様、或はそれ以上に人権を侵害されているのです。で

も、そんなアメリカで、コンパクトにまとまっているサンフランシスコの街

は、人と人の距離が短く、何より歩いて街を回れる利便性と好立地は、仲間

が集うことで、リンチ殺人や虐待から命を守れる関係を築いていて、同性愛

者にとって比較的暮らしやすいのです。10日間でサンフランシスコに濃密。

な歴史を感じました。自らのセクシャリティゆえ、「もし本当の自分を知ら



A pink shroud of dust waltzes with dawn’ s beloved clouds. 
It meanders like a tipsy ghost past an alley’ s shutters and 
through a colorful door. Inside, clumsy rosy bodies tumble. 
Powdery blush rests on every surface. A fine summer snow 
becomes the pink bloodshot eyes of flustered guesthouse 
staff. Embarrassed traveling guests recall a drunken 
wrestling match and a broken fire extinguisher. Outside, 
Teresa Teng’ s Tsugunai plays. A gruff man wearing a hat 
embroidered with the Vietnam flag strolls towards a bar 
named after a Cuban revolutionary ship. The neighborhood 
keeps the mess of the world.

Betty Nguyễn
（東南アジアの血と東南サンノゼの地で生きている緊張アーティスト）

スタンフォード大学で生物学を専攻し、今はフロリダ大学院で美術と

医学、特に労働者階級のコミュニティーアートとケアの関係や治療と

障害の意味を研究している。夢はマングローブの木の下で昼寝をする

こと。

【編集部より】

ベティさんがココルームインターン中に起きた、オランダの学生た

ちの深夜の悪ふざけ。ココルームの１階すべてが消化器の粉まみれ

になったことを思い出して書いた詩です。イラストも本人。

自分の人生に誇りを持つ

釜ヶ崎といえば、私の周りの人々から「ディープな所ですねぇ」と言

葉が返ってくる。あまり行きたくない場所のようだ。社会的弱者や孤

立した底辺の人達が多く住んでいる街、釜ヶ崎。夢も希望もないよう

だが、果たしてそうだろうか。数年前に釜ヶ崎で、ある音楽ワーク

ショップが開かれたことがある。音楽を通してホームレスを支援する

英国のアート団体「ストリートワイズ ·オペラ」代表のマット ·ピーコッ

ク氏によるものだった。後に、彼からその活動への思いを聞ける機会

があった。活動の目的の一つとして、「ホームレスの人達が自分の人

生に誇りを持って生きること。」この言葉を聞いて、身体に力がみな

ぎった。自分の人生に誇りを持つことは、ホームレスの人であろうが

なかろうが、生きる人々にとって関心のあることだと思う。それは、

住んでいる国や年収や地位や着ている服に関係なく。笑ったり泣いた

り怒ったりする私達と同じ人間。

釜ヶ崎だからこそ、世界中の人々に提供できるものは何か考えてみる。

それは、「自分の人生に誇りを持つ。」誰も見向きもしない道端で、こ

の言葉を生きていくことかもしれない。

浅井治（会社員時々釜ヶ崎でボランティア）

年とともに益々好奇心旺盛。役立つと思えば、既成概念の枠をぴょん

と跳び越えたい。

地面を掘る

2019 年の夏はココルームの庭に井戸を掘った。スコップで土を掘っ

て、地上に出して、深く掘ると水が出た。水をかき出して、さらに深

く土の下へ下へと進んでいく。広島に落とされた原爆の爆心地は、コ

ンクリートの下に人々の骨や日用品が埋まっている。2019 年春に改

修が完了した広島平和祈念資料館のあたりはあらためて掘り返してみ

ると出土品（今となっては被爆前の日常を知る貴重な品となる）があ

らわれた。釜ヶ崎の井戸は 4m を超えるとかつての海の土や化石のよ

うなものが出てきた。地面のずっとずっと下は丸い地球の反対側につ

ながっているけれど、その前に自分より過去に生きた人や動物たちの

跡をくぐりぬけていく過程があるんだなと思った。釜ヶ崎のまちには

日雇い労働者たちが日本全国から集められ、職人さんたちは道路や橋

やビルを建て、わたしが生きている現代社会をつくった。井戸の綱を

引っ張る。桶には想像以上に透明な水が上がってくる。その水を庭に

まく。ココルームの庭にはユーカリが地植えされていて高く高く空へ

と伸びていく。

松本渚（ココルームときどきスタッフ 5 年め）

釜ヶ崎で働きはじめて 2 年。広島と釜ヶ崎を生きた人たちの語りを聴

いている。

バオバブは聞いていた

「あれ、ここってどこかに似てる、、」「うん、俺も今そう思ってた」「確

か、、」「ナミビア、でしょ」「そう！何だろう、この安心感、、」「道端の

風景、じゃないかな」「あ、確かに」「ナミビアでもみんな昼から道端

でお酒飲んでお喋りしてたよな」「そうそう。寝ちゃってる人とか、

大声で喚いてる人とか、チェスみたいなのやってる人とか。変わった

人いっぱいいたね」「路上だからね。誰にも属してない場所だから」「だ

から誰がいても良い、のか」「本来はね。この国の人たちはそうは思っ

ていないようだけど」「通りが静かすぎるね」「歌ってる人もいない」「変

な人がいたらすぐに通報されちゃう」「落ち着かないね」「うん、落ち

着かないね。誰もがいて良い場所に誰もがいられるわけじゃないんだ

ね」「それがいわゆる文明社会、ってことなんだろ」「道端でみんなが

楽しめない社会が？」「ま、そういうことだね」「なんか、、矛盾して

ない？」「個人の安全と安心が保証されてることが大事なんだよ、文

明社会では」「異物は入れない？」「入りにくいだろうね」「そっか、、」「で

もさ、ここにあって良かったね。こういう街が」「うん、良かった。

なんて街だっけ？」「釜ヶ崎、って言われてるみたいだな」「そっか、釜ヶ

崎、か。ね、ここにあのタネ植えちゃおっか！」「あー、ナミビアから持っ

てきたやつ？」「そう！育つんじゃないかな、ここなら」「育つかもね、

ここだったら」

テンギョウ ·クラ（ヴァガボンド）

２０年間、世界各地を転々としながら移住生活を続けている。現在は

大阪西成のココルームにレジデンス中。

見えない仕事

遠い国との間、宇宙への起点、光の当たらない仕事、見えなくなって

いる人。ココルームの夜回りで出会い、軒下の段ボールの囲いをたま

に訪ねるようになる。ぽえ犬が散歩して出会う何人かが思い浮かんだ

けれど「あのおっちゃん」と思い、改めて話を聞きに行くことにした。

理由を伝えるとすぐに話し始めてくれる。早口で話す。時々自嘲的に

笑う。タンカーが遠くの国から原油を運んできて降ろし、空にしてま

た入れに出ていく、その間にある、整備や修理のその前の、原油の入っ

ていた空間の掃除。ガスでセミのような音が耳に鳴る。爆発すること

があり港ではしない。ワイヤーの結び方を誰も教えてはくれない。ロ

ケットが宇宙に向けて発射台に乗っている。真っ白な防護服のような

ものを着て、見えないくらいの埃を取り除く。求人には載らない。家

族もいない独り身の " わしらみたいな使い捨てにされる人間の仕事

や。" 人のしてる仕事はな、彼らだって神様やスーパーマンやないん

やから、できないことはないんや。人と同じようにすることはない、

自分なりにやればいいんや。そのやる気があるかどうかや。やってみ

て駄目だったらやめればいいんや。何でもやってみればいいんや。

「コーヒーの一本でも。」そんなのいらん、聞いた話を役に立ててくれ

たらそれでええ。部屋のない数十年の今、夏の路上での、わたしたち

の生活や夢を支える見えない仕事と人の話。

おとい（ただ居る人）

あそびのあいだ。今は千葉と東京と釜ヶ崎を行き来する。住所はココルーム。
Mess of the world and Kamagasaki

ココルームの店内に入ったとたん、テンギョウさんの目がこの絵に釘

付けになった。今から 12 年前、動物園前一番街の小さな元スナック

をココルームにした時、やって来る人はみな底知れず、想像を越えて

いた。一人の瘦せぎすの作業服の男性がこの絵を持って来て「これ、

描いたんや。ここに持って来たかったんや」と言ったような気もする。

ぼんやりとも思い出せない。その人は二度とココルームに現れなかっ

た。ボール紙に無造作に描かれたこの絵を、わたしは貰い物の額にい

れ、ずっとココルームの壁のどこかに飾ってきた。

数日後「これ、T シャツにしたい」とテンギョウさんが言い出した。

それだったら、コロナ禍で運営資金が立ちゆかなくなってるココルー

ムへの寄付の特典にしよう、とホムレス時代Tシャツ化計画がはじまっ

た。この話をネットにあげると、友人からピカソの「貧しき食事」と

いう絵の模写で二次使用じゃないのか、と指摘された。そこで、スペ

インとフランスのピカソ財団に再三メールを送ったが、返事はない。

ピカソなら、釜ヶ崎の労働者が描いた「ホムレス時代」の T シャツを

笑って着てくれるだろうか。（上田假奈代）

 

ホムレス時代



どんな国？

・　すごいおじさんがいっぱいいる。

・　通貨　１釜＝1 円

・　えらい人いない。

・　物価が安い。

・　ご飯がおいしい。

・　ペットより、野良が多い。

・　通行料なし。

・　パスポートなし。

・　関所なし。

・　自由に行ったり来たり。

・　合言葉は「食ってりゃ、いいんだよ」

ここみ (10 歳 ) 作成

釜ヶ崎共和国

合作俳句「世界と釜ヶ崎」

釜ヶ崎芸術大学の合作俳句は、

一行づつを 3 人が合作して作り

ます。一人では作ることのでき

ないことばの連なりに世界が広

がります。講座では、制作のあ

と必ず褒める発表会をします。


